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第６回 スノーリゾート地域の活性化に向けた検討会  

議事録 

 

平成２９年３月１日(水)１０:００～１２：００ 

中央合同庁舎３号館１１階 特別会議室 

 

出席者：阿部委員、村上委員、山田委員を除く全員が出席。（後藤委員、田村委員は代理  

出席） 

 

●…委員 □…観光庁 ☆…その他 

 

１ 挨拶 

 

□   今まさにウィンタースポーツが盛んな時期で、新聞テレビ等メディアでも取り上げら

れており、来年は冬季オリンピックもある。このような中で、日本のスノーリゾートをいか

に発展させていくかが大きな課題ということで一昨年から検討を進めてきたが、皆様に

ご協力いただきながら、本日とりまとめの案を示させていただくこととなった。前回のご

指摘のように、単に報告書をとりまとめるだけではなく、いかに実行していくかが課題

だと思っており、引き続き取り組んで参りたいと思うが、その前にまず報告書を良いも

のにさせていただきたく、活発な議論をいただきたい。 

 

２ 議事について 

（１）「スノーリゾート地域の活性化に向けた検討会」最終報告（案）について 

●   全体としては、これまでを踏まえ、前向きで希望の持てる内容を報告書としてまと

めていただきありがたい。これから実行に移すことが大事で、そのためのアクションプ

ログラムを考えていくということで、大変元気づけられた。アクションプログラムの柱は

モデル事業で、来年度予算でこの事業への取組も考えていくと思うが、いかに円滑

に推進するかが一つの課題だと思う。そのためには、関係者間の意識の共有が大事

なので、せっかく立派な報告書ができたのであれば、これを周知し、共通の問題意識、

取組姿勢を作っていくことが大事である。例えば、関係する運輸局を中心に、この報

告書をベースとした勉強会等を開催し、意識の高い自治体をできるだけ増やし、その

中からモデル事業を行う自治体を選定するように準備行為をしないと、モデル事業を

急にやろうと思ってもついてこられない自治体が多く出てしまう。 

2 点目としては、情報発信の重要性について言及する中で、ウェブサイトの充実に

ついて記載があるが、オールジャパンで新しいものを作るのか。現実に民間の運営サ

イトがいくつかある中で、一から国が中心に新しく作っても上手くいかないと思うので、

民間活用で進めるのがよいと思う。 

最後に、報告書の副題が「世界のスノーリゾートを目指して」とあるが、これを英語

にすると理解が難しい。「世界有数のスノーリゾート国を目指して」等と工夫するのが

よい。 

□   ウェブサイトの充実については、具体的なやり方はこれから考えていく。資料に少

し記載しているが既に民間で横断的にやっているところもあり、その取組を後押しす

るやり方もある。たしかに一から作るのは、時間がかかるにしては上手くいかないことも

多いと思う。いずれにせよ、日本の状況が海外へ上手く伝わるような工夫をしたい。

その意味でオールジャパンと記載している。 
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報告書の副題については、「世界に誇れる」などとどこまで言えるかということはある

が、事務局でも考えたい。 

●   日本のスノーリゾートの現状と課題、今後への期待が非常にわかりやすくまとまっ

ていると感じた。まず、日本のスノーリゾートについて、好ましいイメージが醸成されて

いることが示されている。例えば、日本の若者は、スノースポーツに対して、爽快感が

ある、かっこいいといった肯定的なイメージを持っているし、海外人スキーヤーも、日

本のスキー場の雪質を高く評価している。また、スノースポーツは、学生から高齢者ま

で、幅広い年代の人々に楽しまれていること、外国人旅行者を対象に行った調査で

は、多くの回答者が次回来日時にやりたいことにスノースポーツをあげていることから

も、日本のスノーリゾートの潜在力の大きさが示された。減ったとはいえ、740 万人も

のプレーヤーがいる。何かを大きく変えなくても、日帰り客を 1泊に、1泊を 2泊となる

よう努めることで、収益をあげられる可能性もあるのではないか。 

一方で、自治体や関連業界の出席者の発言から、スノーリゾートビジネスの厳しさ

についても認識できた。本報告では明確にはなっていない点であり、今後の検討で

は、収益性に焦点を当てた議論が求められる。今後、事業の規模やタイプごとにモ

デル事業を立ち上げるということであるが、新事業の開発につながるケースと、現実

を踏まえた改善・収束を念頭においたケース、両面からスノーリゾートを支える視点が

あると良い。例えば廃業に向けたモデルケースを示すことも必要ではないか。 

最後に、外国人富裕層の集客が大きなテーマとして浮かび上がったが、観光庁の

インバウンド政策の重要テーマとしても議論が始まっていることから、両者の議論や

施策に、重複や齟齬がないよう、期待する。 

●   これだけの資料をまとめてもらって勉強になる。 

報告書において、世界の中で日本がどのようなポジションにあるのかがあまり触れ

られていない。日本は比較的スキー場の多さ、スキー人口の層は世界のトップクラス

にいる。それなのに、なぜ世界のスノーリゾートを目指す必要があるか、もう少し明確

にしたほうがよい。 

また、日本のスノーリゾートには滞在型だけではなく、日帰り等も含めて、東京や大

都市圏からのアクセスが良いのが特徴だと思うので、観光資源の一つとして色々なツ

アーの中に組み込まれるような要素になってくると思う。特に、これから雪遊び等のア

ジアの顧客が増えるとこの要素が強くなると思うので、観光資源としてのスノーリゾート

をどう発展させるのかがある。 

最後に、安全面の問題で、スキーバス事故等が引き起こっており、それによりスキ

ーに行く人が減っていると思う。スキー場だけではなく、行き帰りの安全性も考えてい

かなければいけないと感じた。 

●   国内からのスキー客の増加のために、日本の休暇のあり方が課題であり、例として

野沢温泉のスキー場が 3連休の有無による入込状況も提示しているが、日本で 3 連

休を増やすのが国の責務ではないかと思う。 

また、インバウンドに関する入込調査は、国のものはしっかりした数字だと思うが、

各都道府県の海外からの入込数は、県が各市町村に調査を依頼して行っているが、

民間で費用をかけて実施すると県との違いが出てくる。調査方法をしっかりとどういう

仕組みで行うか考えないと、誤った数字の理解になってしまう。 

さらに、日本でスノースポーツに関する大きなイベントがないことが問題だと思う。

昨年 10月に中国北京で第１回ワールドウィンタースポーツ EXPOが開催されている。

このようなものが日本で必要ではないか。 

最後に、教育制度におけるスノースポーツの普及について、もう一度しっかりと踏
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まえた中で考えていただきたい。日本では、スキーの始まりは教育制度から始まって

いる。 

●   報告書については、前回、「ターゲットを意識しながら」という話をしたものをしっか

りと盛り込んでいただいた。さらに言うと、この後どう実効性を上げていくかである。

元々日本は雪質が良いというのがあったが、日本が海外からどうやって支持されてい

るかを盛り込んだ方が良い。例えば、国土の半分が豪雪地帯であり、雪国大国と言

える。世界と比べても、非常に雪質も良いという部分をインバウンドに盛り込んだら良

いと感じた。 

次に、実際の収益性、集客をどう考えるかについて、もう少し踏み込んで示せない

かと思う。積極的な情報発信については、プロモーションやマーケティングの視点で

書かれていると思うが、例えば JNTOの取組で言うと、個別でみると MICEだけは切り

取られ、個別に誘致事業が行われている。例えばスノーリゾートに特化して誘致を目

指していくこと等は考えられないか。世界のスノーリゾートを目指すという考えでいくと

きに、そういう目線での取組をこの資料の中に盛り込めないか、もしくは、それが難し

いなら、その取組に向けてと言えないか、こういったことが実効性の部分で考えられる

と思う。 

また、モデル事業については、一般企業ではモデル事業というと、何年後とか、ど

のくらいの時限でやっていくのかが求められる。したがって、スノーリゾート地域でのモ

デル事業についても、実効性を考えてどのくらいの時限をもってやっていくのか、報

告書に盛り込めないとは思うが、全体で共有できれば良いと思う。 

●   報告書全体については、様々な経緯があってこのようにまとまったと思う。 

スキーツアーガイドの充実に向けた取組が必要と書かれているが、これはバックカ

ントリースキーに関する認識でよいのか。現在日本で資格制度としては、日本山岳ガ

イド協会が「スキーガイド」を作っているが、それ以外に具体的なものはない。我々の

協会でも、研修を行っていても具体的な資格はやっていない。バックカントリーという

言葉が報告書に良く出てくるが、確かに日本として売っていくべきものだと思うが、命

に係わるものであり、あくまで自己責任だと思う。スキーツアーガイドがバックカントリー

スキーに関するものなのであれば、バックカントリーガイドの資格制度の充実、資格の

確立などと書かれたほうがよい。 

また、インストラクターについては今まで光があまりあてられてこなかったが、このよう

に取り上げられ、さらに誇りと矜持を持って仕事をすることができる。ツェルマット、シャ

モニー等では、スキースクールのインストラクターは国家資格ということで、非常に充

実し、重要なパーツとなっているので、これからも協会としてしっかり取組みたい。 

さらに、修学旅行は何としても続けていただき、スキーやスノースポーツを始める機

会にして欲しい。最近では、体験型でかんじき歩き等もあるが、しっかりとスキーを覚

えることで、成人した後、生涯スポーツを自分で始めたり、子供に教えたりする流れが

重要だと思う。 

最後に、海外については、海外のスキー場から、インストラクターが、スクールまた

はグループを組み、旅行のパッケージとして自分達の商売として訪日しているものが

みられる。我々もヨーロッパに行っているわけで、そういうものをより推奨できるように、

旅行エージェントとは別のレベルで、どこか入口を作るのもよい。特に、中国は大きな

場所を除いてスキーシーズンが 3 月上旬に終わるところが多く、その切り口でさらに

日本への来場が増えればよいと期待している。 

●   この会に参加し、視察もし、私自身もスキーの良さを改めて認識させていただいた。

改めて、インバウンドが多く来る中で、日本の雪の良さ、スノーリゾートの素晴らしさを、
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健康面、旅行面とともに、メディアを使ってもっと押し出していけたらと良い思う。大人

になってからスキーをやるのも大変なので、小さい頃からのスキーの授業等は大事だ

と思う。もっと力を入れて欲しい。子供たちの勢い、ブームもあると思うので、ファッショ

ン性やスポーツ性等色々とあると思う。 

また、プレミアムフライデーが先月からできて、休みという部分で、休息や旅が意識

されると思う。海外で滑った経験からいうと、海外のスノーリゾートにはスケール感とい

うものはあるが、日本には雪質、道具の良さ、おしゃれなウェア、地のものの良さ、食

べもの、お酒等が色々とあるので、そこをどう扱っていくかだと思う。今後も私もスキー

を続けていきたいし、発展性を楽しみにしている。 

□   各委員から多くのコメントをいただいた。 

まず、運輸局や地元への意識の共有化の話があったが、全く大事な視点だと思っ

ている。報告書ができた段階でしっかりとやっていきたい。 

また、収益性が課題であるという部分で、撤退・廃業についても大事な点だと認識

しており、報告書の中でも書いており、具体的な事例に即した形で取り組みたいと思

う。 

富裕層の取組に関しては、インバウンドでもまだ始めたばかりな部分で、我々も手

探りな部分ではある。ヨーロッパ等のスノーリゾートの事例を資料に書いているが、そ

のような海外の事例等も参考にしてやっていきたい。 

それから、日本のスノーリゾートの世界の中のポジションについて、報告書で足りて

いないのではないかというご指摘は、もう少し定量的なところ、ランキング的なところも

含めて書き込めるかどうか、検討させていただきたい。ランキングを上げること自体が

目標となるわけではないが、客観的な指標として考えていきたい。 

安全面でのご指摘もあった。この報告書案では、これまでの委員会での議論で出

てきたところを書いているが、特にバス事故に関しては大変痛ましい事故であり、道

路運送法の改正を昨年の臨時国会で出して進めている。また実態面でも立ち入り検

査等、強化をしているところもある。本当に安心・安全でないと、行き帰りを含めてスノ

ーリゾートが成り立たないと思うので、しっかりと取組みたい。 

休暇のあり方については、スノーリゾートに限らず観光全般で大きな課題だと思う。

観光全体のビジョンの中で関係省庁と一緒に取組んでいくこととなっているので、そ

の中で対応していきたい。 

観光入込客の調査のやり方にギャップがある点は認識している。できるだけ統一

的な基準でやっていけるようにと考えている。その辺りの具体的な方法については、

この報告書からは離れるが、色々なところで考えていきたい。 

スノースポーツに関するイベントの話も、スノーリゾートの活性化の中でどういった

位置付けでやっていくか、具体の取組の中でやっていく。アクションプログラムの中で

も必要なのかもしれない。教育については、若い方に雪に親しんでいただくのが、国

内スノーリゾートあるいはウィンタースポーツに対する拡大のための鍵だと認識してお

り、関係省庁と連携し、しっかり取組みたい。 

情報発信の件で、MICE の活用について指摘いただいたが、MICE は普通の観光

客とは別のターゲットであるため、切り口がわかりやすいが、スノーリゾートという一つ

のテーマでどうやれるのか JNTO と相談してやっていきたい。日本全体のイメージに

四季折々があり、その中にウィンターがあるので、どう売り込んでいくか考えていきた

い。 

モデル事業に関しては、何年後を目指してというのは、今の段階でしっかりお示し

することはできないが、実際にモデル事業をやる際にはしっかりと検討してきたい。 
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それから、スキーツアーガイドの部分は、バックカントリーだけではなく、全体を通じ

ての話である。資格の部分の扱いについては、表現も含めてもう一度検討したい。 

修学旅行の重要性については、大事だと思っている。 

海外から訪日される方を、海外との連携をもって、どう増やしていくか、実際に実行

する段階でしっかりと取組みたい。それから、健康面を含めて、このスキー、ウィンタ

ースポーツを訴え、それが観光面につながっていくということに関して、メディア等も活

用して情報発信していきたい。 

   スポーツでどう地域を活性化させるか、この報告書にも書いてあるとおり、地域自ら

がデータ分析をし、マーケティング戦略を立てていく必要がある。地域の構成員であ

る自治体と地元企業との本当の意味での連携が非常に大事だと思っている。全国に

は、地域スポーツコミッションを作り、成功している事例もあるが、スポーツ庁としては

政策としてスポーツコミッションの取組をアシストしている。スポーツツーリズムを充実さ

せ、流動人口や、スポーツ人口を増加させていく。スポーツというと、競技的なものを

思い浮かべるが、スノーリゾートを広義に捉えているとおり、スポーツ人口の裾野を広

げる観点でスポーツを考えたときには、例えばハイキングから本格的な山登りまで、

全てをスポーツとして捉え、域外から人を呼び込むことでスポーツ人口の増加を図る。

スポーツ庁だけでは解決できない問題については、観光庁、文化庁と連携して取組

んでいきたい。 

   この報告書にある、新たなニーズの喚起の視点でいうと、我々がスポーツ産業を大

きくしていくには、これまでの既存の裾野をどう広げていくかが重要な要素だと思って

いる。消費形態がモノからコトへと変容しているように、用品メーカーだけではなく、サ

ービス産業と連携し、ビジネスとしてどう開発していくかが重要なテーマだと思ってい

る。そういう内容も、スポーツ未来開拓会議でスポーツ庁と経産省と連携してやって

いる。会議の中でも非常に重要なテーマとして打ち出しているところである。スノース

ポーツ、スノーリゾートという部分で、スポーツと観光という部分が様々に入ってくる。

我々としても新しいサービスをこれからどう考えていくのかが大事だと思っており、観

光庁と連携して取組んでいきたい。 

   ポータルサイトについて、JNTO でもスポーツをどう発信していくか話し合いが行わ

れている。大々的に取り上げることは決まっていて、どう発信していくのかを議論し始

めたところである。今後、早い段階で、スポーツ、スキーを含め、外国人へ向けての情

報発信ができる体制を整いつつあるので、期待いただくとともに、色々な意見をいた

だきたい。 

また、スキーも競技スキーの意味合いと観光のコンテンツの意味合いの中で、外国

人の消費動向調査をみる限り、次にリピートする外国人の興味の中に、明らかにスキ

ーが入っていることを把握しており、どうやっていくかを議論している。唯一残念なの

は、スキーをしなくてもスキーリゾートに行くような旅行商品が決して多くはなく、海外

の旅行者にどう情報を渡すのか、まずは旅行商品を多く作って、特にスマホを持って

日本へ来る方も多いので、近くにあるなら足を伸ばしてもらうプロモーションを考えて

いきたい。 

さらに、JNTO の中に、教育旅行の一元化窓口があり、スキーに限らず、教育旅行、

修学旅行の海外の学校と日本の学校をマッチングする窓口がある。この度、国際交

流基金とのネットワークの中で、包括契約を結んだ。その中で、修学旅行について進

めていくことが決まった。まだ残念ながらスキーとしての交流をしたいというのはないが、

海外に発信する中で、海外からスキーの修学旅行が来るようになると、方向性として

は、海外からの修学旅行と、日本の修学旅行をマッチングさせ、スノーリゾートの中で
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国際交流ができるという立ち位置とすると、学校側へ非常に売り込みやすいと思うの

で、一元窓口をさらに発展させて進めていきたい。 

●   国としてのポジショニングが非常に大事なポイントである。こちらは報告書に盛り込

むという話だが、もっと大きな話で、アクションプランの中で様々な取組をする中で、

国としてのマーケティング戦略は一体的に展開されなければならない。その戦略の中

には、ポジショニングの問題、スキーを切り取った広報戦略などを含めた全体像があ

り、これを受けてモデル事業を含め、地方がその地方なりの状況を考えて取り組む、

となると思うので、そこは一体として考えるのが適当ではないか。 

●   海外からのインバウンド受入を考えた場合、空港の位置付けが非常に重要と考え

る。特に東北地方は国際線が少ない。鍵となるのは仙台空港ではないか。空港から

スキー場へのアクセスの面において、いささか薄いものがある。また、成田あるいは羽

田経由で青森空港に来るパターンもあるが、空港からの二次交通に対して地方創生

加速化交付金等を使ってバスを出す実証実験等に取組んでいる。しかし、継続しな

いと定着しない。現実的にバスを含め、便を増やしていく国の策が必要ではないかと

思う。 

また、国内のスキー人口が非常に減少している。少子化の中で、スキーをやらない

子供が多くなっている。教育段階、もっと小さい時から触れ合うことが必要と感じる。

その中で、関西からの修学旅行について、兵庫から東北に来たいという話があるが、

航空の足がないと言われる。新幹線があると伝えると、それでは（遠い）、となる。しか

し、東北から関西への修学旅行では、新幹線を使っている。上手く航空を使ってでき

ないかと思っており、総合的な取組ができないか。 

●   （スノーリゾートの）通年化を考えた場合の自治体の役割は大きい。複数の自治体

の連携というのは、欧州・北米の多くは行っていて、日本は改めてこういうテーマで強

化していく時には必要で、一過性の取組にならないよう、サポートするのは国の役割

が大きい。「複数の自治体に関わる」の書き方をもう少し強化し、「国の方も関わる」を

明確に書くとよいと思う。 

また、安心・安全の確保とあるが、最近、偶然知り合いの外国人から、スキー場ま

で行ったのに、スキーをする前に道端で骨折し、東京へ帰って治療したという話を聞

いた。安全に関する目標を高い水準で達成し、安全な国日本というのを世界へアピ

ールできればよい。報告書 19 頁に十分書かれているが、改めて申し上げる。 

最後に、アクションプランの展開は素晴らしいことだが、もう少し主体がはっきりして

くるとベターである。概要資料として 1 枚にして見せることを考えると、アクションプログ

ラムを書く順番を工夫して欲しい。最初にグッドプラクティスを整理して共有というの

がスタートだと、プログラムとして本気でやるのかなと感じる。これが 1 番だとすると、共

有で終わらせず、共有して展開していく、実践していくことが伝わるようにし、実際に

進めてもらいたい。あるいは、順番を変え、それがプログラムの最初ではないほうが良

いと思う。 

●   スノーリゾートであるため、ほとんどが都会ではなく山の方へ行くことが多い。ヨーロ

ッパもほとんどそうなる。当然宿泊が絡むが、衣食住の後にごみの問題や、日中のス

キーアクションのほかに宿泊先での時間がある。その中には、報告書に盛り込んであ

るが、病気・ケガ・救急体制もある。 

ツェルマットやフランスのヴァルディゼールで実際に民泊をしてきた。オーナーが住

んでいる中であったが、ごみの処理がわかりやすかった。所々にごみ箱が設置されて

おり、大きなバケットが地中に埋まっていて、ふたを開けるとごみ箱とわかる。区別もで

きるようになっている。フランス語がわからなくてもごみが捨てられる。 
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民泊の問題は地域での、地域住民との問題が主であり、盛り込んであるが、実際、

仮にもし民泊の悪いケースが入ってきた時には、地域は危機迫るものがあると思う。

地域と上手くやるには、広域で考えていく必要もある。 

また、品質保証、認証も重要である。特に世界に誇れるリゾートを目指すのであれ

ば、環境に即した、環境に配慮した部分が重要となる。今、観光圏事業の中で、ブラ

ンド観光圏として 13 の観光圏が活動している。その中で、来年度より「SAKURA 

QUALITY」の品質保証がはじまる。新しいチャレンジで、全国観光圏推進協議会に

て 13 の観光圏が取組んでやっていく。環境の配慮を含め、顧客に担保できる約束と

しての品質保証、衣食住と合わせ、マーケティングも合わせて、最終的には誘客に

繋がると思うが、受入体制について盛り込んでもらえれば良い。 

●   修学旅行は、ニセコヒラフスキー場は元々80 件ぐらいあったが、今は 5 件程度。ホ

テル等で安いものが全てなくなり、泊まるところがない。修学旅行は単発旅行が多い

が、それが入ると、1～2 週間の顧客が多い中で、ホテルが商売しにくい。 

また、北海道の町は自分のスキー場をもっているが、リフト等の施設が古くなり、新

しくする必要があり、それが出来ずにスキー場をクローズする町が増えていると思う。

町営のスキー場では、多くの子供たちがスキーを始められ、数百円で利用できるが、

数千人の町で 4,000万円の装置は難しいと思う。サンモリッツ等の海外のスキー場は、

マウンテンバイクのコースをスキー場で見かけるが、日本の場合、スキー場の脇には

入ってはダメ、コース脇の木を切ってはダメという話となる。スキー場の夏季利用につ

いては、最初から冬のコース外の利用も考えた計画をもったほうがよい。 

リフトに関しては、夏の利用も考えられないか。セーフティバーみたいなものを用い

て夏に使えないかと思う。海外では結構そういったものが多い。 

ニセコでは海外投資があるが、まず町が 5 年、10 年でどのような町にしたいか。ニ

セコではヒラフで建設しているが、その辺の考え、運営はしっかり持ったほうがよい。

単に大きな 100億円規模のホテルを建てても、ディベロッパー、開発者は町に還元し

ない。オーストラリアは、この規模となると、町へ何らかの還元をするシステムができて

いる。ニセコエリアには、ニセコ町、倶知安町とあり、2 つの行政、2 つの観光協会、さ

らにニセコプロモーションがある。他にも小さい組織も色々盛り上がっている。いくつ

かの組織が絡んでくると、金銭的な問題も含め、どう手を組むかが課題である。 

ニセコプロモーションボードには長く入っているが、一番の問題は人材。DMO をい

くら作っても、観光協会等を作っても、マーケティングできる人材がなかなかいない。

例えば、海外へ英語を用いてマーケティング出来る人材がいない。一方海外から人

を招くとお金がかかる。また、海外の人を入れても、日本人の理事と考え方でぶつか

るので、なかなか上手く行かないことが多い。それなりの人材がいないと、実際の活

動が目標と合わない。シンガポール、香港のグループなど各グループにマーケティン

グする必要がある。 

ベイルというアメリカの会社が、今年ストーを買い、2 年前にウィスラーを買ったと思

うが、それにより自分達のマーケットを確保するようにしている。オーストラリアのペリシ

ャーも大きい規模のスキー場なので、そこで上手にカナダとか、ウィスラーとか、ベイ

ル等、オーストラリア人を引っ張っているという気持ちになっている。 

コース外スキーについては、資格を持っていない外国人や、日本人など色々なガ

イドがいるので、一つの窓口があれば、教育や情報をガイド内で流すことができると

思う。今の組織は他者を入れない問題があるが、できるところはオープンとし、警察等

ともよく連携したほうが良いと思う。事故があると警察へ情報が回るが、地元の警察と

救急が協力してレスキューへ行く。しかし、地元のガイドも何かアプローチしたらよい
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かと思う。消防団のような立場をつけるのか。当然、ガイドが事故に関して手伝うと、

ガイドに何かあったときに、保険もない。消防団みたいな立場が、山のレスキューにあ

ればよいかと思う。川のレスキューについては、弊社のようなラフティング会社もできる

と思うが、警察とは直接やり取りできていない問題がある。 

最後に、千歳～ヘルシンキ便があれば、ヨーロッパから北海道のスキー場や本州

のスキー場にもつなぐことができる。ヨーロッパが一番スキー人口を多く持っているの

で、ヘルシンキみたいなハブに直接につなぐと、気軽にそれほど高くもなく、時間も短

くできれば、気軽に日本へのスキーにつなぐことができると思う。 

●   スキーツアーガイドの件は、私から報告書に加えて欲しいと言ったが、少し定義が

不十分である。いわゆるスキーツアーガイドになっているが、実は観光ガイドという意

味である。マーケティング的には、新しいスキーヤーを連れてくるより、今いるスキーヤ

ーを 1 泊、2 泊増やす方が簡単である。そうなると、長期滞在をメインとした特に富裕

層に対応した、スキーができる観光ガイドの養成が今後重要になる。もちろん、スキー

の技術があり、英語あるいは中国語が話せる、非常に質の高いガイドになると思うの

で、将来的には資格化を目指すほうが良いと思う。 

また、昨日までニセコにいたが、非常に多くのアジアの方が来ていた。中国人の留

学生が同行していたのでリサーチをしたら、メインランドから来ているスキーヤーはま

だ少なく、ほとんどが台湾あるいはマカオ、シンガポールから来ているという話であっ

た。そのように将来的にアジアから来る富裕層を、例えば 1週間ガイドできるような、ス

キーツアーガイドが重要だと思うので、文言については、工夫を加えさせていただき

たい。 

さらに、長期滞在にとって重要なのが、スポーツと文化と観光を取り入れた動きだ

と思う。例えば、千歳と同じぐらいのクオリティのあるパウダースノーが、美唄市の小さ

な国設スキー場で楽しめる。そこにアルティピッツァ美唄という彫刻家の安田侃さんの

彫刻を楽しめる美術館があるが、そこに周遊を伸ばすなど、一つのスポーツ、文化、

観光の商品づくりを、冬のシーズンに作っていくのが重要だと思う。最後に、グリーン

シーズンの規制緩和。スキー場は通年経営が課題の中、夏のアクティビティがやりや

すいように環境を整備していくのが重要である。 

□   バス実証実験については、具体的な成果が上がっていくことを期待している。バス

だけでなく、他のところも含めて、相談させていただきたい。また、関西からの修学旅

行の便をどうするか、具体的にどうするかを相談ささせていただきたい。 

国のサポート、地方自治体の支援の部分で指摘があったが、DMO の話も兼ねて

いると思うが、もう少ししっかり書けるかどうかを検討したい。 

アクションプログラムの中の項目の順番は検討する。 

それから、民泊に関連する部分では、民泊に関する議論は国会で法律を作って

ルールを作ろうとしている。実際は地元住民との調和をどうとるかが大事だと思う。そ

の意味で、スノーリゾートという概念よりももっと大きい、観光全体の中での位置付け

だと思っているので、大事だということは理解している。 

環境の保全、環境との調和については、報告書内でも具体的に書いているが、そ

こを含めてやっていきたい。 

また、品質保証「SAKURA QUALITY」の話は素晴らしい取組で、我々も高く評価

しており、このようなことが上手く広がればと思う。それも含めて検討したい。 

委員からの指摘の中で、DMO あるいはどのような組織でも、地元の中でどう合意

形成を取るかが難しいとの指摘をいただいた。これは地道にやっていくしかないと思

っているが、我々も DMOの支援をはじめたばかりなので、ヨーロッパの先進事例等を
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参考に助言していきたい。 

人材の問題は大変重要な問題で、究極的には地元でどう育成していくかであるが、

これは時間がかかり、地元の決意もある。当面の対策としては、色々な人材の派遣制

度等を活用してもらえるように、我々も仕組みを作りはじめているので、DMO推進とあ

わせてやっていきたい。 

安全の部分については、地元の公的な機関と民間の連携の話があったが、アクシ

ョンプランの中にどう取り入れるかを検討したい。 

●   リフトの夏季利用に関する規制緩和は大きな課題である。 

今、冬のリフトでさえ、下り線は申請をして許可を取らないと乗せられないこともある。

また、スキー場の定義の中に、健常者で自分がリフトに乗って下に降りてくることがで

きない人は乗せてはならないということもある。歩いて上がる方については、スノーシュ

ーを使わなくても持っていってくださいといっているところもある。 

特に夏のリフトについては、高さ制限があるので、低くしないと夏の利用はできない。

そうなると、資金的な問題、あるいは、滑車の上げ下げという問題が出てくるので、非

常に夏のリフト利用は難しい状況にある。また、こちらの関係は運輸局等が取り組む

問題かと思うし、日本鋼索交通協会の団体もあるので、そういったところで一度ミーテ

ィング等もさせていただくと、もっと夏季利用、地域の眠っている財産が使える形にな

るのではと思う。特にマウンテンバイク、あるいはリフトを使って上へ行って高山植物

をみるというのも大きな財産としてあるが、規制緩和がないので使えないのがネックと

なっている。何らかの対策を取ってもらえれば、全部のスキー場が生き残る方法がま

た見えてくると思う。 

●   外国人スキーインストラクターについて、苦労いただき、国際スキー教師連盟（ISIA）

カード交付を受けている者まで対象としていただき、大変助かっている。それでも、ま

だビザを取得することは容易ではないので、海外から呼んでこられないという実態が

ある。その意味で、この報告書にさらなるビザへの取組、もう一段資格を緩めた形で

のビザへの道の必要性が盛り込めないかお願いしたい。 

●   本日の会議で各委員から頂いた意見をもとに必要な修正をしたい。修正について

は、座長の私に一任いただくことでよいか。 

●   異議なし。 

 

 

（２）その他 

□   最終報告については、事務局と座長で調整させていただき、公表すること

を検討している。 

□   必要な修正はさせていただくが、委員の皆様には一から作り上げていただ

き、ほぼこの報告書がとりまとまる方向性となったことについて、大変感謝

申し上げる。何度も指摘いただいたとおり、報告書を作って終わりではなく、

報告書を踏まえて実行に移すとともに、報告書に入りきらなかった部分につ

いても、一つ一つ解決する方向でやっていきたいと思う。 


